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■ 会 長 報 告         大塚 高弘君 

★2/14（金）に

2019年度静岡産

業大学情報学部冠

講座交流会に平幹

事、平野社会奉

仕・青少年担当リ

ーダーと 3人で参

加しました。 

参加団体・企業は静岡県行政書士会、静岡市、

(株)シャンソン化粧品、ＴＯＫＡＩグループ、

(株)電通東日本、藤枝市、藤枝商工会議所、

藤枝ロータリークラブの 8団体・企業で産業大学

からは、理事長、学長、副学長、学生部長、

各企業担当の先生方 13名を含む 34名の交流会

でした。 

★新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から 

①3/1（日）に開催予定の 2019 年度米山記念 

奨学生期間修了式が中止。 

②ＲＬＩパートⅡ、3/20（土）開催予定が 6/27 

（土）に延期。 

③3/21（土）に開催予定のＰＥＴＳは会長エレ 

クトのみ出席義務となり、プログラムを縮小 

して開催します。 

★2月 23日はロータリー創立記念日 

ポール・ハリスが 1905年にシカゴで３人の友達と

初めて会合した日。 

★第 1地域ＲＲＦＣ（ロータリー財団地域コー

ディネーター）羽部（はべ）様、ＥＭＧＡ（恒久

基金、大口寄付アドバイザー）中谷様の連名より

「ブラック・タイ・パーティーのご案内」が

来ました。 

ロータリー財団への支援した会員の親睦を目的に

4/25に北海道札幌市でタキシード、ブラック・

タイ（男性）のドレスコードで開催されます。

参加希望の方は事務局に申し出て下さい。 

●第1地域とは2009年7月1日より日本は三つの 

ゾーン（地域）に分かれ、藤枝ロータリークラブ

は第２ゾーンに含まれます。ゾーンの構成は

12 年毎に見直される。アジアのゾーン数は７、

世界のゾーン数は 34 となっている。１ゾーン

当たりの会員数は約３万５千人である。日本の

ゾーンはロータリーの友を参照してください。 

●行動計画について（My Rotaryより） 

Ｑ：ロータリーの新しいビジョン声明と行動

計画は、どのように立案されたのか？ 

Ａ：ロータリーの新しいビジョン声明は、次の

ように謳っています：「私たちロータリアンは、

世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、

持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を

取り合って行動する世界を目指しています」

この声明は、ロータリー会員、元会員、ローター

アクター、学友、青少年交換学生、ロータリー

職員、その他の一般の人びとから得られた意見を

基に作られました。アンケート調査やフォーカス

グループ（座談会）を通じて、世界全体で 100万人

を超える人たちに意見を伺いました。こうして

できたのが、意欲と積極性を引出し、ロータリーを

未来へと導く一つのビジョンです。このビジョン

は 2017年 6月にロータリー理事会と財団管理

委員会によって承認されました。 

ビジョン声明が採択されて間もなく、戦略計画

委員会はロータリーの新しい行動計画の立案を

開始しました。同委員会は、28 か国 582 名の

参加となったフォーカスグループとインタビュー

調査を通じて、再びロータリー会員から意見を

伺いました。2018 年 6 月、新しい行動計画を

形作る戦略的優先事項と目的が、理事会と管理

委員会によって承認されました。 

ＲＩ会長指名委員とＲＩ理事指名委員を選挙する

ために、ＲＩ細則が定め、ＲＩ理事会が編成した、

ＲＩ地区内のクラブ集団。ゾーンはまた研究会

開催の基礎ともなる。  
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★今日の例会は、地区委員の村松会員の卓話、

「職業奉仕について」 

宜しくお願いします。 

■ 幹 事 報 告           平 和則君 

・英字版 the Rotarianが届きました。 

・第 1地域ＲＲＦＣ羽部大仁様、Ｅ/ＭＧＡ中谷 

研一様より 

ブラック・タイ・パーティーのご案内が届き 

ました。 

・国際ロータリー第 2620地区ガバナー事務所様 

より 

地区大会ＤＶＤ・地域大会収支報告書が届き 

ました。 

■ 出 席 報 告          松葉 義之君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

32／4２ 76.19％ 31／4２ 73.80％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○江﨑晴君 ○内田君 ○玉木君 ○松葉隆君 

○横山君 江﨑友君 大杉君 落合君   

仲田晃君 鈴木舜君  

(２)メークアップ者  

江﨑 晴城君（静岡日本平） 横山 稔君（藤枝南） 

松葉 隆夫君（静岡日本平） 

■ ビ ジ タ ー                      

桑原 茂君（藤枝南） 

■ 地 区 委 員 卓 話                       

 

 

奉仕委員会 

職業奉仕担当 

   村松 英昭君 

 

 

「職業奉仕とは」 

職業奉仕は四大奉仕部門の第二部門です、第一

部門はクラブ奉仕、第二部門は職業奉仕、第三

部門は社会奉仕、第四部門は国際奉仕です。 

奉仕の第二部門である職業奉仕は事業および

専門職務の道徳的水準を高め品位ある業務は

すべて尊重されるべきであるという認識を深め

あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践して

いくという目的を持つものである、会員の役割

には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、

事業を行うこと、そして自己の職業上の.手腕を

社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが

開発したプロジェクトに応じることが含まれる。

と手続き要覧に書かれています。 

 

｛奉仕の理念とは己に天職という使命を与えて

くれた社会、またおのれの職業を生かし続け

させてもらっている社会に感謝するとき、その

奉仕の基本として個人生活。社会生活、職業

生活において利己的欲求は最小限にとどめ、常に

最大利他の究極を求め続けていこうとするロー

タリーの奉仕哲学である。｝ 

 

また、ロータリーの目的の第二項には、職業上の

高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値

あるものと認識し、社会に奉仕する機会として

ロータリアン各自の職業を高潔なものにする

こととありと書かれてあり、職業奉仕は一つの

人生哲学であります。 

 

令和 2年 1月号の友に掲載された甲府北ＲＣの

小林聡一郎さんの文章より引用しますと職業

奉仕は、「思想哲学的職業奉仕概念を根幹に、

自らを律し、高め、ボケーショナル・サービスの

考え方で地域や社会の人々に分かち貢献する」が

主幹で、枝葉のような広がりをもって「理想を

分かち合うために他者へ実践奉仕する」という

ことになります。 

ＲＩ的な職業奉仕は「奉仕の目的に至るための

四大奉仕部門の一つで、職業スキルをもってする

奉仕活動を職業奉仕と呼ぶ」で結構だと思い

ます。 

二つの職業奉仕があるのかと思われた方もいる

と思いますが、二者択一ではないのです。 

ロータリー的絶対正解はありませんから、主客は

あるにしてもどっちもということになります。

現在のロータリーを生きる私たちは、この考え方

を心に留めておけばよいのではないでしょうか。 
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■ ロータリーの友紹介     森下 敏顯君 

『ロータリーの友 ２月号紹介』 

 

 

 

 

 

 

 

それでは2月号のロータリーの友の紹介をさせて

いただきます。 

まず、横書き 47ページには毎号の表紙のイラスト

についての解説が載っています。 

「鼓動」というイラストと作者コメントを見ると

さすがロータリー、レベルが高いですね。 

難しい。 

そして横書き 7ページより日本各地の離島いわ

ゆる島にあるロータリークラブの紹介記事です。 

北は北海道、利尻島から南は石垣島まで 6島の

島にあるロータリークラブの紹介記事です。

こんなところに観光をかねてメーキャップに

いけたらすばらしいと思いました。そして 16

ページからは先般、来日されたローマ教皇と

長崎のインターアクト高校生の平和に対する

活動記事又それに続いて広島東南ロータリー

クラブの平和運動記事があります。そして次の

ページにはロータリー平和フェローシップの

女性の映画作りの記事が載っていますが、私の

勉強不足なのかこの平和フェローシップという

立場、活動について初めて目にしました。ロー

タリーが世界平和について大きな希望を持って

若者達を育てようと活動していることに誇らしく

思いました。 

そして26ページから8人のガバナーのロータリー

に対する思いが掲載されています。 

読ませていただくとさすがガバナーをやられる

方は素直な性格の方が多いと感じます。 

それでは 2月号友の紹介をおわります。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《２月～３月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

（担当／中田君） 

月 火 水 木 金 

24 25 26 27 28 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

2 3 4 5 6 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

9 10 11 12 13 

閉局 10：00～ 

17：00 

10：00～ 

17：00 

閉局 

 

閉局 

 

16 17 18 19 20 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

23 24 25 26 27 

10：00～ 

16：00 

閉局 閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

30 31    

閉局 10：00～ 

16：00 
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